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例） 
  基礎年金番号（年金）  ：社会保険庁 
  宛名番号（住民票）    ：地方自治体（市区町村） 
  被保険者番号（社会保険） ：（全国・市区町村）健康保険組合 
 
その他例） 
  免許証番号（運転免許）  ：各都道府県公安委員会 
  旅券番号（パスポート）  ：外務省 
  （戸籍）    ：法務省 
  住民票コード   ：総務省 
  等々・・・ 

そもそもマイナンバーって何？ 

2015年10月から、住民票を有する全ての方に一人１つ与
えられる12桁の番号のことです。 
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機関ごとに縦割りの番号で個人を特定していましたが、横
断的に利用が可能になります。 

例） 1234-5678-9012 

● 



マイナンバー 
桁数：12桁の数字 

管轄：内閣官房 

利用用途： 

• 税務、社会保障、災害対策
関係 

• 銀行預金口座、戸籍、パス
ポート、自動車登録、医療
分野、証券分野にまで範囲
が拡大される可能性がある 

 

 

 
 

 

住民票コード 
桁数：11桁の数字 

管轄：総務省 

利用用途： 

• 選挙人名簿への登録 

• 国民健康保険・介護保険・
国民年金の資格確認 

• 児童手当の受給資格確認 

• 学齢簿の作成 

• 生活保護及び予防接種 

• 印鑑登録 
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住民票コードでは、利用用途が限定されているので、 
幅広い用途では使えない・・・ 

住民票コードとは違うの？ 

利用範囲：上記に限定 
      民間利用禁止 

利用範囲：民間も含む 



マイナンバーがもたらすこと 

効果 
・ より正確な所得把握が可能となり、社会保障や税の給付と負担の公平化が図られる 

 真に手を差し伸べるべき者を見つけることが可能となる 
 大災害時における真に手を差し伸べるべき者に対する積極的な支援に活用できる 
 社会保障や税に係る各種行政事務の効率化が図られる 
 ＩＴを活用することにより添付書類が不要となる等、国民の利便性が向上する 
 行政機関から国民にプッシュ型の行政サービスを行うことが可能となる   

実現すべき社会 
・ より公平・公正な社会 

 社会保障がきめ細やかかつ的確に行われる社会 
 行政に過誤や無駄のない社会 
 国民にとって利便性の高い社会 
 国民の権利を守り、国民が自己情報をコントロールできる社会  
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行政の効率化 

公平・公正な
社会の実現 

国民の 
利便性向上 



「個人情報」と「特定個人情報」の違い 

個人情報 
• 生存する個人に関する情報 
• 氏名、生年月日その他の記述等により、特定の個人を識別するこ

とができるもの 
• その情報自体によって特定の個人を識別できるもののほか、他の

情報と容易に照合することができ、それによって特定の個人が識
別できるもの・・・ 

 
特定個人情報 
• 個人番号を含む個人情報 

※生存・死者問わず安全管理措置を講ずること 

個人情報 個人番号 
（マイナンバー） 

特定 

個人情報 
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● 



個人情報保護法（個人情報の保護に関する法律） 

• 2005年4月に全面施行。 
• 特定の個人の数が過去６ヶ月間で１回でも５０００件を超えたこ

とがある事業者 

 
 
 
 

「個人情報保護法」と「番号法」の違い？対象者は？ 

会社規模に関わらず、すべての事業者が対象！ 
「特定個人情報」の漏えいは従来の個人情報漏えい以上に 

厳しい罰則が課せられる！ 

適用される対象は一定の範囲のものに限定されている。 

番号法（通称：マイナンバー法） 
（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律） 

• 2016年1月から制度導入予定。 
• すべての事業者を適用の対象にしている。 
• 個人情報保護法に加えて、安全管理・提供制限・罰則等が強化さ

れている。 
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● 



特定個人情報にかかわる立場 

個人番号利用事務実務者 

• 行政機関、地方公共団体等が、その
保有する特定個人情報ファイルにお
いて個人情報を効率的に検索し、およ
び管理するために必要な限度でマイ
ナンバーを利用して処理する事務。 

個人番号関係実務実施者 
・行政機関等がマイナンバーを業務利用 
 するうえで、補助的にマイナンバー 
 を取り扱う 
・主に民間企業等・・ 

従業員やその家族 
・2015年10月から個人番号カード 
 を受取る（簡易書留で受取） 
・勤務先に提出 

… 

ハローワーク 市区町村 健康保険組合 税務署 

自己および同一世帯の 
マイナンバーの提出 

個人番号 
1234… 

個人番号 
1234… 

個人番号 
1234… 
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民間企業でも特定個人情報に  
関わる業務が必ず発生する！ 

● 



特定個人情報にかかわる立場の区分 

大きくは分けて以下２つの立場である。 

①個人番号関係事務実施者 
• 自らの業務でマイナンバーを

利用 
• マイナンバーを記載した書面

の提出などを行う者 
 
例：民間事業者等 
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①個人番号利用事務実施者 
• 行政機関等がマイナンバー

を業務利用するうえで、補
助的にマイナンバーを取り
扱う 

 
例：税務署・年金事務所・健康保険
組合・ハローワーク 

… 

ハローワーク 市区町村 健康保険組合 税務署 

民間企業でも特定個人情報に  
関わる業務が必ず発生する！ 

● 



マイナンバー（番号制度）のロードマップ 

企
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制
度 

政省令 
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整備 

番
号
通
知 

個人番号カードの交付 
個人番号の利用開始 

情報提供ネットワーク 
システムの運用開始 

個人番号の取得・管理・破棄 
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収
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2015 2017 2016 
START 

10月 

従業員研修 

安全管理措置の整備 
従業員等 
番号収集 

7月 

● 



罰則 

民間事業者や個人も主体になりうる罰則 

罰則のポイント 
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6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金 （個人情報保護法） 
→最大4年以下の懲役または200万以下の罰金、またはその両方 （マイナンバー） 

● 



企業としてやらなければならない対策は？ 

【安全管理措置】（番号法第12条、第33条、第34条、個人情報保護法第20条、 第21条） 

• 個人番号及び特定個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の適切な管理のた
めに、必要かつ適切な安全管理措置を講じなければなりません。 

• また、従業者に対する必要かつ適切な監督も行わなければなりません。 

①基本方針の策定 
基本方針の策定、従業員に周知徹底 
 

②取扱規程等の策定 
具体的な取り扱いを定める取扱規定等
をしなければなりません。 

 
③組織的安全管理措置 
組織体制の整備、取扱規程に基づく運
用、取扱状況を確認する手段の整備、
情報漏洩等事案に対応する体制の整備、
取扱状況の把握及び安全管理措置の見
直し 

④人的安全管理措置 
 事務取扱担当者の教育・訓練 

 

⑤物理的安全管理措置 
 区域の管理、機器及び電子記録位媒体等
の盗難等の防止、電子媒体を持ち出す場
合の情報漏洩の防止、個人番号の削除、
機器及び電子記録媒体等の廃止 
 

⑥技術安全管理措置 
 アクセス制御、アクセス者の識別と認証、
外部からの不正アクセス等の防止、情報
お漏洩等の防止 
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総ページ数61ページ 



特定個人情報を取り扱う際に想定される技術的安全管理措置 

・取得した番号へのアクセス履歴、利用履歴の管理 
・取得した番号の用途外利用を排除する仕組みの構築 
・取得した番号の安全管理措置への定期的な監査の実施と見直し 

アクセス管理 

用途外利用の
排除 

利用履歴の 
把握 
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講ずるべき安全管理措置の内容 

A 基本方針の策定 

B 取扱規程等の策定 

C 組織的安全管理措置 

a 組織体制の整備 

b 取扱規程に基づく運用 

c 取扱状況を確認する手段の整備 

d 情報漏洩等事案に対応する体制の整備 

e 取扱状況の把握及び安全管理措置の見直し 

D 人的安全管理措置 

a 事務取扱担当者の監督 

b 事務取扱担当者の教育 

E 物理的安全管理措置 

a 特定個人情報等を取り扱う区域の管理 

b 機器及び電子媒体等の盗難等の防止 

c 電子媒体等を持ち出す場合の情報漏えい等の防止 

d 個人番号の削除、機器及び電子媒体等の廃棄 

F 技術的安全管理措置 

a アクセス制御 

b アクセス者の識別と認証 

c 外部からの不正アクセス等の防止 

d 情報漏えい等の防止 

専用端末として区画を管理 

持ち出しファイルの把握 

取扱規程遵守の確認 
操作ログ取得・管理 
日々の運用の見直し 
利用状況の把握 

抑止効果 

利用状況に基づいた監督 

講ずるべき安全管理措置とMylogStar ● 



技術的安全管理措置としてMylogStarが出来ること 

アクセス管理 
利用履歴の 

把握 
用途外利用の

排除 

の導入効果 

証跡管理 抑止効果 
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● 

取得した番号への不正なアクセスが有った場合の証跡管理を実現。 
また、操作ログ取得を利用者が知る事による不正操作の抑止効果も得られます。 



操作ログの重要性 

 
 
誤操作   36.6% 
管理ミス  28.7% 
紛失・置き忘れ  15.0% 
不正な持ち出し    1.7% 
内部犯罪・内部不正   1.0% 
設定ミス    3.2% 
目的外使用    0.8% 
 
盗難      5.9% 
不正アクセス       5.0% 
バグ・セキュリティホール 0.5% 
ワーム・ウィルス  0.4% 
 
参考：JNSA2013 年情報セキュリティインシデントに関する調査報告書 
http://www.jnsa.org/result/incident/data/2012incident_survey_ver1.1.pdf 
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内部要因 

● 

情報漏洩の原因の約 9 割が内部要因である。 

http://www.jnsa.org/result/incident/data/2012incident_survey_ver1.1.pdf


操作ログの重要性 

1 

29 

300 

重大事故（情報漏洩） 

軽傷事故 

無償事故 

ヒヤリハットの法則 

重大な情報漏洩の事故が起きた場合、その水面下に潜むリスクの数は事故件数の何倍にもおよびます。 

水面下に潜むリスクへの対応が重要！！ 
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● 



操作ログ取得による効果 

内部不正への気持ちが低下する対策 

IPA 独立行政法人情報処理推進機構 
「組織内部者の不正行為によるインシデント調査」報告書の公開 
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● 



 
 
 
 
 
 
■金融業界特有の適用 
 金融商品取引業者・証券会社・生命保険会社 
 
■確定給付企業年金法に該当する事業主 
 
■確定拠出年金法に該当する事業主 
 
■上記やマイナンバーに関連する業務委託や受託を受ける事業主 

民間企業における特定個人情報にかかわる立場 

では、主にどんな部門・業務の中で特定個人情報を利用するのか。 

■一般企業の部門 
 総務：全社員への研修、安全管理措置の実施 
 人事：源泉徴収・特別徴収・社会保険料 
 経理：法定調書の提出 
 情報システム部門：上記に関するシステム管理 

全社で対策が必要なのは一部業界や業務に携わる事業主だけ。 
一般企業で対策が必要な範囲は限られている。 
 
必要な範囲にスモールスタート出来る対策が必要。 
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● 



MylogStar（マイログスター）とは 

PC上起きた詳細な操作を記録する操作ログ管理ソリューションです。 

いつ 
2013/12/2 
16:31:41 

誰が 
contoso¥inui-k 

どのファイルを 
営業日報.xlsx 

どこへどうした 
Eドライブ （USBメモリー）へファイルコピーした 
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● 



豊富なログ種別 

■ 取得ログ項目 （業界トップクラス、15種類の情報を取得） 

② ユーザーログ ※ 

③ スクリーンショットログ 

④ アプリケーションログ ※ 

⑤ ファイルログ 

⑥ プリンターログ ①コンピューターログ 

⑧ クリップボードログ 

⑨ Webログ 

⑩ Eメールログ 

⑪ FTPログ 

⑫ TCPセッションログ ⑦ ウィンドウログ ※ 

⑬ イベントログ 

⑭ Webメールログ 

⑮ インベントリーログ 
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15種類の多彩なログ種別で対象端末の操作を記録します。 

■ OSのカーネルレベルでログを取得 

アプリケーションや環境に依
存せず、OSの挙動を取得し
ています！ 

 

広く・深くPCの操作ログが取得可能。 
重要な特定個人情報の操作も逃さず取得！ 

● 
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cmd.exe でファイルサーバから 
個人情報ファイルをコピー 

cmd.exe でファイル名変更 

USBメモリへのファイルコピー 

取得ログサンプル（ファイル操作・ウィンドウログ） 

アクティブ時間 

ファイル操作ログ 

ウィンドウログ ウィンドウタイトル 

● 
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取得ログサンプル（ウィンドウログ） 

プリンターログ 

プリンター名 ドキュメント名 

Webログ 

ページタイトル URL 

● 

これら含め、計15種類の多彩なログ取得が可能 
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■ファイル持ち出しレポート 
指定期間におけるファイル持ち出し件数及び方法の割合をグループ別もしくはユーザー
（またはコンピューター）別でグラフ表示します。 

持ち出し方法別に選択可能 

分析方法は 
 ・日別集計 
 ・週別集計 
 ・月別集計 
 ・グループ別集計 

取得例： 

• Webブラウザでのアップロード 

（ブラウザ問わず、Webメール

への添付も含む） 

• メールへの添付 

• USBメモリへの書き出し 

• FTPブラウザでのアップロード 

クリックすると実際の
ログへドリルダウン 

持出した「ファイル名」・
「パス」・「持ち出し方
法」を一覧表示 

ファイル持ち出しの確認 

ファイルの持ち出しを把握可能。 

● 



USBメモリーに 
「営業日報.xlsx」を 

コピー 

ファイルサーバーの 
「お客様情報.csv」を 
デスクトップにコピー 

ファイル名を 
「スケジュール.csv」に 

リネーム 

ファイル名を 
「営業日報.xlsx」に 

リネーム 

トレース機能 

任意のファイルログから、前後の操作を追うことが可能です。 

トレース機能 

例：USBメモリへの書き出し 
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● 

有事の際の追跡が可能。 
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メッセージ機能 

任意のタイミングでメッセージ表示を行うことが可能です。 
 
 
 
 
 
 
 
例） 
• マイナンバー端末利用者への注意喚起 
• dropbox等Webストレージとの同期アプリ起動時 
• 一定期間操作していた場合の注意喚起 
• リアルタイムアラートによるメッセージ表示 

• Webブラウザ起動時の注意喚起 
• ファイル書き出し時における注意喚起 

ログイン時における警告 禁止アプリ起動時の警告 連続操作が行われた場合の警告 

任意のメッセージ表示が可能 
表示タイミングも様々 



リアルタイムアラート機能 

監視端末 
（MylogStar Agent） 

● 

①ファイル持出し 

即時ポップアップメッセージで警告 
（メッセージは任意指定可能） 

利用者のデスクトップ 

②監視端末上に 
ポップアップメッセージ 

ユーザー名：yuta 

ログ種別：Window 

発生時刻：2015/01/26 17:20:37 

コンピューター名：DEMO-PC 

タグ名：USBメモリへのファイル持ち出し 

発生コンピューターに表示したメッセージ： 
 この操作は記録されています。 

管理者 

③即時メールで通知 

■任意の操作を指定し、利用者・管理者に通知可能 
違反操作が行われた場合に、利用者・管理者に対しリアルタイムでアラート通知します。 
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設定例） マイナンバー端末にログイン（イベント） 
   USBメモリーへのファイル持ち出し（ファイル） 
   マイナンバー端末からのメール送信（Eメール） 
   禁止アプリケーションの起動（アプリケーション） 
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■USBメモリの制御・許可が可能 
• USBメモリの制御が可能（許可・禁止・読み取り専用） 
• USBメモリを限定した許可が可能（ベンダー・型番・個体識別番号） 

USBメモリの制御 

より高度なデバイス制御をお求めの場合は… DeviceLock をご検討ください 
• I/Oポート ：USB/FireWire/赤外線/シリアル/パラレル 
• デバイス ：FD/CD/DVD/BD/Blutoothアダプター/Windowsモバイル 

   /PalmOS/iPhone/iPod/iPad/BlackBerry/プリンター 
   /モデム/スキャナー/カメラ… 

• ネットワーク ：メール/SNS(Facebook/Twitter/Google+) 
   IM（Skype/ICQ/WindowsLiveMessenger…） 
   クラウド（GoogleFrive/DropBox/OneDrive…） 

● 
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３種類のライセンス形態 

集中管理 
大規模対応 
仮想デスクトップ 
シンクライアント 

サーバーOS 
ファイルサーバ 

クライアントOS 
タンドアロン 
個別監視 



MylogStar Desktop 

経理・給与端末を限定してログ管理したい 

例：特定個人情報を扱う経理端末だけに情報漏洩対策をしたい 

スクリーン
ショット 

ユーザー コンピューター 

ファイル 

プリンター 

ウィンドウ 

クリップボード 

Web 

Eメール 

FTP 

TCPセッション 

イベントログ 

インベントリー 

Webメール 

経理端末 
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端末を限定して、低コストで詳細なログを取得 



MylogStar FileServer 

ファイルサーバーのログ管理したい 

例：重要な情報を持つファイルサーバーだけを監視したい 

スクリーン
ショット 

ユーザー 
コンピューター 

ファイル 

プリンター 

ウィンドウ 

クリップボード 

Web 

Eメール 

FTP 

TCPセッション 

イベントログ 

インベントリー 

Webメール 

ファイルサーバー 

アプリケーション 
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ファイルサーバーへのアクセスを簡易的に取得 



MylogStar Networkの基本構成 

スクリーンショット 

ユーザー 

アプリケーション 

ファイル 

プリンター 

ウィンドウ 

コンピューター 

クリップボード 

Web 

Eメール 

FTP 

TCPセッショ
ン 

イベントログ 

インベントリー 

Webメール 

MylogStar Agent 

Server 

MylogStar Server 

管理者 

MylogStar Console 
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SBC環境 

MylogStar Agent  
for Virtual 

XenDesktop AppEdittion 

Remote Desktop Services 

VDI （プロビジョニング）環境 

マスタとなる 
仮想マシン 

MylogStar Agent  
for Virtual 

HorizonView (Linked-Clone)  

XenDesktop (Provisioning Services) 

大規模や仮想環境、集中管理を行うことが可能 



MylogStarだから出来るマイナンバー対策 

特定個人情報を扱う規模・環境に沿って導入出来る製品ラインナップ 

監視対象の記録をサーバーで一元管理 

物理 / VDI / SBCすべての環境に対応 

最大3万クライアントまで管理可能 

スタンドアロン環境のServer OS 管理 

（管理サーバーレスで導入/運用が可能） 

  ファイルサーバーの共有フォルダの 

  ファイル操作を記録、証跡管理  

スタンドアロン環境のClient OS 管理 

（管理サーバーレスで導入/運用が可能） 

  PC1台からの操作ログ管理。 

  ネットワークに繋がっていない環境でも 

  ログ管理を実現 
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MylogStarだから出来るマイナンバー対策 
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MylogStar FileServer 

管理サーバー不要！１９８，０００円/１台 

MylogStar Desktop 

管理サーバー不要！２４，０００円/１台 

ハイレベルなログ収集力と管理機能で、不正を把握 

● 



MylogStarだから出来るマイナンバー対策 

簡単
導入 

法令
遵守 

不正
抑止 経費

削減 

意識
向上 

管理
徹底 

簡単 

● 
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MylogStar 導入実績 

1,200社及び団体の導入実績（2013年12月現在） 

業種  地域  数量 環境  

金融 全国  20,000 SBC 

製薬  全国  13,500 FAT  

広告代理店  全国  11,000 FAT  

エネルギー  関西  7,000 FAT 

運輸、複合サービス  東海  6,100 FAT/VDI 

金融 関西 3,500 SBC  

金融 九州  3,000 SBC  

建設 関東  3,000 FAT  

カーリース  全国  2,600 SBC  

金融 東北  2,000 FAT  

私立大学  関東  1,800 FAT  

自治体  関西  1,800 FAT 

金融 全国 1,800 FAT 

業種  地域  数量 環境  

機械製造  甲信越  1,700 FAT 

自治体  関東  1,400 SBC 

ホームセンター  全国  1,300 FAT  

共済組合  全国  1,200 FAT  

住宅販売  全国  1,100 FAT  

情報、通信  東海  1,100 SBC 

自治体  関東  1,100 FAT 

金融  関東  600 VDI 

金融  甲信越   550 VDI 

エネルギー 全国 500 VDI 

協同組合 東北 320 VDI 

物流 関東 300 VDI 

協同組合 中四国  160 SBC 

 RUNEXY CORPORATION 35 



ご質問などございましたら、お気軽お問い合わせください。 

株式会社ラネクシー 

営業本部 ソフトウェアビジネス2部 MylogStar グループ 

宇田川 雄大（うだがわ ゆうた） 

〒101-0003 東京都千代田区一ツ橋2-5-5 岩波書店一ツ橋ビル11F 

TEL：03-6261-4711 

EMAIL：mls_sales@runexy.co.jp 
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